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ご 存 知 で す か？

園芸肥料と用土の
こんな知識
よくある疑問に
お答えします

パッケージの保証票の
「生産した年月」
「輸入した年月」
、
、
「販売業者保証票を付した年月」
とは何ですか？
「生産した年月」とは、日本国内で肥料を生産
した年月をあらわしています。
「輸入した年月」とは、日本国に輸入された年月
（一般的には通関した年月）をあらわしています。

「販売業者保証票を付した年月」とは、生産ま
たは輸入した以外の業者が、肥料の容器や袋を
開けたり変更して販売した年月をあらわしていま
す。いずれも、消費／有効期限ではありません。

肥料には
有効期限はありますか？
肥料は、 品質の安定性の高い原料が使用さ
れているため、 成分変化は起こりにくくなってい
ます。 したがって、 肥料の法律である「肥料取
締法」 にも、 有効期限の定めはありません。

肥料が野菜にかかっても
食べられますか？

用土は商品名等に表示された
植物以外には使えませんか？

肥料が野菜にかかっても、 通常の水洗いを
していただければいつでも安心してお召し上が
りいただけます。

用土には「クンシランの土」 とか「草花の土」
など、 植物の名前や種類が商品名についた
ものが多くあります。 植物によっては似た性
質の用土で植えられる場合があります。 品質
表示か使用説明に書いてある適応植物を見
て確認してください。

購入した用土に
「肥料入り」
と書いてありますが、
全く
肥料はいらないのでしょうか
その用土には肥料が元肥として配合されて
います。 植え付け後、 植物が育つと肥料成分
は不足しますので必ず追肥をします。
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肥 料 や
土のこと メーカーさんに聞いてみました！
私たちがいつも使っている家庭園芸用肥料は、
農業用肥料と違うものですか？
基本的には同じですが、家庭園芸用は趣
味目的で使う肥料をいい、農業用肥料は販
売目的で農作物を作るために使う肥料を
いいます。
家庭園芸用には、簡単に使えるような、
液体・固形・粒状・スティック、アンプルタ
イプの肥料など、いろいろな種類がありま

す。正味重量は１０㌔以下で、
「家庭園芸専用」
の表示がされています。
私たち家庭園芸肥料・用土協議会は、
家庭園芸用の肥料や用土の製造・輸
入・販売・流通の会社が集まって、高い
品質と安心できる製品を皆様に提供
することを目的に活動しています。

主にどのような活動をされているのですか？
協議会会員の商品には、用土の袋
に主原料が表示してあり、品質につ
いての情報を提供しております。

年に数回、家庭園芸や肥料に関する研修
会を開き、皆さんに安全な商品をお届けで
きるよう心がけています。

肥料や用土の品質はそんなに大切なのですか？
肥料は「保証票」、用土は「品質表
示」をご確認ください。

肥料は植物の大切な栄養、用土は大切な
住み家です。品質が悪いと、植物に害が出
たり、うまく育たなかったりします。

品質表示を確認しましょう

保証票を確認しましょう

信頼できる肥料と用土を使う
ことが園芸で失敗しないコツ
なんですね。ありがとうございました。
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我々は安心して使用できる園芸肥料と用土のメーカーです
家 庭 園 芸 肥 料・ 用 土 協 議 会

会員名簿

東北ゼオライト工業㈱

秋田県能代市二ツ井町切石
s 字揚の上 3-31

㈱東商

静岡県焼津市本中根 350-1

アイリスオーヤマ㈱

宮城県仙台市青葉区五橋 2-12-1

富士見園芸㈱

静岡県静岡市富士見台 1-21-22

グリーンプラン㈱

㈱ホーネンアグリ

新潟県三島郡越路町飯塚 1986

㈲宮城発酵

宮城県登米郡登米町寺池銀山
101-1
宮城県遠田郡涌谷町小里
字菅の沢 24-5

ユタカ興産㈱

新潟県北蒲原郡豊浦町大字大伝
492

㈱こうじや

茨城県ひたちなか市山崎 121

カガライト工業㈱

石川県金沢市釣部町ヤ 14-1

㈱オーシマ

栃木県下都賀郡太平町大字土与
215

自然応用科学㈱

愛知県名古屋市中区錦 1-13-26
三井生命名古屋伏見ビル９階

㈱鹿沼興産

栃木県鹿沼市南上野町 506-12

ベルウッド㈱

愛知県碧南市港本町 4-18

菊池産業㈱

栃木県那須塩原市上横林 260

中島商事㈱

愛知県豊明市沓掛町石畑 158

㈱グリーンテック

栃木県鹿沼市上石川 1866-32

㈱花ごころ

愛知県名古屋市中川区高畑 1-52

㈱刀川平和農園

栃木県鹿沼市緑町 3-9-17

㈱三貴

愛知県高浜市田戸町 4-5-16

朝日工業㈱

埼玉県児玉郡神川町渡瀬 222

㈱秋本天産物

三重県阿山郡阿山町槇山 3567-1

日本地工㈱

埼玉県川口市江戸袋 2-1-2

㈲ハセガワ園芸

三重県鈴鹿市磯山 1-16-28

㈱松崎商店

千葉県市川市北方 3-6-22

上田林業㈱

滋賀県高島郡朽木村市場 554

㈱三浦グリーンビジネス

千葉県佐倉市臼井 32

タキイ種苗㈱

キング化学㈱

清和肥料工業㈱

大阪府大阪市中央区備後町 4-3-4

㈱ハイポネックスジャパン

大阪府大阪市福島区海老江 5-1-1

㈱阪和用土センター

大阪府岸和田市大沢町 614

住友化学園芸㈱

東京都足立区本木 2-4-23
白元足立ビル４階
東京都千代田区平河町 1-6-8
平河町貝坂ビル
東京都中央区日本橋室町 4-2-17
第５サンビル５階
東京都中央区日本橋本町 2-1-7
タケダ本町ビル４階

京都府京都市下京区梅小路通
猪熊東入

メネデール㈱

大阪府大阪市北区堂島浜 1-2-6
新ダイビル

㈱諏訪商会

東京都練馬区春日町 5-33-36

レバートルフ㈱

大阪府東大阪市小阪本町 1-13-13

チッソ旭肥料㈱

東京都文京区後楽 1-7-12

㈱アミノール化学研究所

東京総備㈱

I・Ｋ化学研究所

奈良県吉野郡大淀町下渕 294-1

日清ガーデンメイト㈱

東京都港区元麻布 2-1-20
有栖川ナショナルコート 404
東京都品川区西五反田 2-12-3
第一誠実ビル３階

兵庫県神戸市中央区江戸町 98-1
東町・江戸町ビル 401

旭化学工業㈱

奈良県生駒郡斑鳩町高安 500

㈱日本グリーンアンドガーデン

東京都中央区新川 1-16-3

松栄産業㈱

岡山県岡山市飽浦 1515-1

フマキラー㈱

東京都千代田区神田美倉町 11

日本有機㈱

岡山県岡山市青江 1-4-16

レインボー薬品㈱

東京都文京区関口 2-3-3

㈲フジ園芸

岡山県倉敷市浜町 1-9-18

パルサー・インターナショナル㈱

東京都八王子市城山手 1-31-1

芸陽油脂工業㈱

広島県広島市中区白島九軒町 5-15

共和開発㈱

神奈川県横浜市緑区青砥町 338

㈱レジャーライフ

愛媛県東温市南方 2250-2

香蘭産業㈱

神奈川県平塚市下島 546-3

㈱ナック

㈱サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台
2-7-1

㈱ガーディナー

山口県宇部市大字山中字柿の木原
471
福岡県北九州市八幡西区椋枝
1-1-21

㈱大和

静岡県焼津市一色 430

㈱ニチリウ永瀬

福岡県北九州市門司区東港町 4-68

サングリーン㈱
㈱ＪＯＹアグリス

家 庭 園 芸 肥 料・用 土 協 議 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.a-hiryo-youdo.com

当協議会は、農林水産省と連携を密に、家庭園芸用の肥料と用土の品質保全に取り組んでいます。
当協議会は年に一度、農水省に家庭園芸用の肥料、用土などの規則などに関する説明をまとめ、ご回答いただいております。
今年の質問の受け付けは３月１４日
（金）
まで。質問事項は事務局に、
ＦＡＸ
（電話での対応はできません）
でお送りください。
3

今年開催される

花のビ ッ グイベント
福岡国際らん展 in ヤフードーム
with アロハモナーク

第 25 回全国都市緑化ぐんまフェア
「花と緑のシンフォニーぐんま2008」

九州最大級の規模で開催するラン展。今年は会場内で
フラダンスやハワイアンバンドのコンテストも開催。南国
ムードを盛り上げます。

会場となる県内各地の公園等を再整備して繰り広げる、
花と緑のイベント。メイン会場だけでなく、様々な公園で
イベントが行われます。

開催日：３月 13 〜 16 日
会場：福岡ヤフージャパンドーム

開催日：３月 29 日〜６月８日（72 日間）
会場：群馬県内各地

福岡県福岡市中央区地行浜 2-2-2
主催：福岡国際らん展実行委員会
ＨＰ：http://www.rkb.ne.jp/

メイン会場は前橋市の前橋公園・敷島公園、
高崎市の城址公園周辺・中心市街地
入場料：無料 主催：群馬県、前橋市、高崎市他
お問合せ：027-226-3541

フラワードーム 2008
あいち花フェスタ名古屋国際蘭展

第10 回国際バラとガーデニングショウ

生産額全国一の愛知県の花が競演する「あいち花フェス
タ」と、国内で最も歴史のある「名古屋国際蘭展」がひと
つになって贈る日本最大級のフラワーイベント

世界のバラと美しいガーデンを紹介。魅力的なバラの
数々とガーデン、新しいライフスタイルを提案する、ユニー
クなフラワーイベントです。

開催日：３月 14 〜 19 日
会場：ナゴヤドーム

開催日：５月 14 〜 19 日
会場：西武ドーム

愛知県名古屋市東区大幸南 1-1-1
入場料：大人前売 1500 円・当日 1800 円
中・高校生前売 1000 円・当日 1200 円
※小学生以下無料
主催：フラワードーム実行委員会
お問合せ：052-221-0956（中日新聞社社会事業部）

埼玉県所沢市上山口 2135
入場料：大人前売 1700 円・当日 2000 円
小・中学生前売・当日共 600 円
主催：国際バラとガーデニングショウ組織委員会
共催：（財）日本ばら会 ＨＰ：http://www.bara21.jp/

ジャパンフラワーフェスティバル
2008in こうち

2008日本フラワー＆ガーデンショウ
素敵・快適・花空間
あなたに まちに みらいに

「

」

毎年、都道府県を変えて開催される花のビッグイベント。
花の産地と消費者の皆さんとの情報交換の場でもあります。

開催日：５月 16 〜 18 日
会場：高知ぢばさんセンター

今年のテーマフラワーは
「キンギョソウ」
。園芸関係のメーカー
も多数出展する、園芸に関しては日本一の「総合ショウ」です。

開催日：３月 28 〜 30 日
会場：幕張メッセ

高知県高知市布師田 3992-2
入場料：大人前売 700 円・当日 500 円
※中学生以下、身体障害者（手帳保持者）及び
介添１名無料
主催：ジャパンフラワーフェスティバルこうち実行委員会
お問合せ：088-823-9706

千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1
入場料 大人前売 500 円・当日 700 円 ※中学生以下無料
主催：日本家庭園芸普及協会 お問合せ：03-5919-4674

日本フラワーデザイン大賞 2008

家庭園芸肥料・用土協議会は、家庭園芸の安全で健全な
振興のために、メーカー企業有志により
昭和 59 年に設立されました。

生花のアレンジメント作品展としては、最大規模のイベ
ント。一般からの参加も可能な公募展です。

開催日：３月 28 〜 30 日
会場：東京国際フォーラム

家庭園芸肥料・用土協議会
〒 650-0041 神戸市中央区新港町 14-1
財団法人日本肥糧検定協会関西支部気付

東京都千代田区丸の内 3-5-1
入場料：大人前売 700 円・当日 800 円
※小学生以下、70 歳以上、障害者無料
主催：日本フラワーデザイナー協会 お問合せ：03-5420-8741

TEL 078-332-6491 FAX 078-332-6545
4

